
（２００７年） 

１、KIDS GCインプラントアドバンスコース 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年１月１４日（日） 

 

２、筒井塾１０期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年１月２１日（日） 

 

３、筒井塾１０期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年２月２５日（日） 

 

４、KIDS インプラントライブオペ見学プログラム（福岡） 

上田秀朗 

平成１９年３月１７日（土） 

 

５、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（福岡） 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年３月１８日（日） 

 

６、JACD創立１５周年記念発表会（福岡） 

包括歯科臨床におけるインプラントの位置づけ 

上田秀朗 

平成１９年３月２５日（日） 

 

７、KIDS GCインプラントインターナル発売記念ベーシックコース（福岡） 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年４月１５日（日） 

 

８、筒井塾１０期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年４月２２日（日） 

 

９、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（大分） 

上田秀朗，榊恭範 



平成１９年４月２９日（日） 

 

１０、KIDS インプラントライブオペ見学プログラム（福岡） 

上田秀朗 

平成１９年５月１９日（土） 

 

１１、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（鹿児島） 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年５月２０日（日） 

 

１２、筒井塾１０期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年５月２６日（土），２７（日） 

 

１３、日本顎咬合学会 第２５回学術大会 （東京） 

Goalをイメージした包括歯科治療の進め方 

ーその着眼点と治療の手順ー 

上田秀朗 

平成１９年６月９日（土），１０日（日）  

 

１４、日本顎咬合学会 第２５回学術大会 （東京） 

ジーシー•ジェネシオインプラントシステムについて 

上田秀朗 

平成１９年６月９（土），１０日（日）  

 

１５、KIDS 明日から使えるインプラントアドバンスコース（鹿児島） 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年６月３０日（土），７月１日（日） 

 

１６、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース（福岡） 

上田秀朗 

平成１９年７月７日（土），８日（日） 

 

１７、Osseointegration study club of Japan  ６thミーティング（東京） 

インプラントを基盤とした包括歯科臨床の実際 

～より確実なインプラント治療を求めて～ 

上田秀朗 

平成１９年７月２８日（土），２９日（日） 



 

１８、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（北海道） 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年９月２日（日） 

 

１９、アイキャットーインプラントセミナー（福岡） 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成１９年９月２３日（日） 

 

２０、GC主催 インプラント•歯周外科実践セミナー（長崎） 

上田秀朗 

平成１９年１０月２０日（土）２１（日） 

 

２１、KIDS×API-Japan特別シンポジウム（福岡） 

上田秀朗 

平成１９年１０月２７日（土） 

 

２２、筒井塾１１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年１０月２８日（日） 

 

２３、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース（福岡） 

上田秀朗 

平成１９年１１月１０日（土），１１日（日） 

 

２４、KIDS 実践インプラントアドバンスコース（鹿児島） 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年１１月２３日（金） 

 

２５、筒井塾１１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成１９年１１月２５日（日） 

 

２６、ノーベル•バイオケア•ジャパン インプラントベーシックコース（福岡） 

上田秀朗，榊恭範 



平成１９年１２月８日（土），９日（日） 

 

 

 

（２００８年） 

２７、筒井塾１１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年１月２７日（日） 

 

２８、筒井塾１１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年２月２４日（日） 

 

２９、第３２回北九州歯学研究会発表会（福岡） 

歯周疾患症例におけるインプラントの留意点 

上田秀朗 

平成２０年３月２日（日） 

 

３０、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース （福岡） 

上田秀朗 

平成２０年３月８日（土），９日（日） 

 

３１、3i Implant Basic 5-Night-Course （福岡） 

上田秀朗 

平成２０年３月１２日（水） 

平成２０年３月２６日（水） 

平成２０年４月 ２日（水） 

平成２０年４月１６日（水） 

平成２０年４月３０日（水） 

 

３２、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース１回目 （北海道） 

上田秀朗 

平成２０年３月１５日（土），１６日（日） 

 

３３、GC主催 審美領域におけるインプラント補綴の実践コース（福岡） 

上田秀朗 

平成２０年３月３０日（日） 



３４、KIDS インプラントライブオペ見学プログラム（福岡） 

上田秀朗 

平成２０年４月１０日（木） 

 

３５、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース２回目 （北海道） 

上田秀朗 

平成２０年４月１２日（土），１３日（日） 

 

３６、KIDS インプラントライブオペ見学プログラム（福岡） 

上田秀朗 

平成２０年４月１９日（土） 

 

３７、筒井塾１１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年４月２７日（日） 

 

３８、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース３回目 （北海道） 

上田秀朗 

平成２０年５月１０日（土），１１日（日） 

 

３９、筒井塾１１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使ったアドバンス歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年５月２４日（土），２５日（日） 

 

４０、アイキャットーインプラントセミナー（福岡） 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２０年６月１日（日） 

 

４１、九州大学歯学部同窓会主催（福岡） 

臨床医のためのインプラント体験実習セミナー 

システム；３i 

上田秀朗 

平成２０年６月４日（水） 

 

 



４２、３iインプラントベーシック３回コース（福岡） 

上田秀朗、榊恭範，大村祐進、白石和仁 

平成２０年６月 ８日（日） 

平成２０年７月１３日（日） 

平成２０年８月 ３日（日） 

 

４３、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース４回目 （北海道） 

上田秀朗 

平成２０年６月２１日（土），２２日（日） 

 

４４、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース （福岡） 

上田秀朗 

平成２０年７月５日（土），６日（日） 

 

４５、KIDSシンポジウム（福岡） 

トータルトリートメントプランニング 

上田秀朗 

平成２０年９月７日（日）午前 

 

４６、日本顎咬合学会支部認定教育研修（福岡） 

生体に調和した咬合をもとめて 

上田秀朗 

平成２０年９月７日（日）午後 

 

４７、KIDS 3iスペシャルアドバンスコース（福岡） 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年９月１４日（土），１５日（日） 

 

４８、筒井塾包括歯科臨床セミナー１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年９月２８日（日） 

 

４９、GC主催 インプラント治療における歯周外科実践コース（福岡） 

上田秀朗 

平成２０年１０月５（日） 

 

５０、台湾顎咬合学会（台湾） 

インプラント治療による咬合再構成の実際 



上田秀朗 

平成２０年１０月１２日（日） 

 

５１、筒井塾包括歯科臨床セミナー１期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２０年１０月２６日（日） 

 

 

５２、JIADS×KIDSシンポジウム（福岡） 

上田秀朗 

平成２０年１１月８日（土），９日（日） 

 

５３、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース （福岡） 

上田秀朗 

平成２０年１１月１５日（土），１６日（日） 

 

 

 

 

（２００９年） 

５４、「GC友の会 Movie & Lecture」（東京） 

「確実なインプラント治療とは 

～患者さんへの適切な情報提供と確実な欠損補綴治療の実際～」 

井上孝、上田秀朗 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年1月１８日（日） 

 

５５、６０ Years of QUINTESSENCE in Berlin（ドイツ・ベルリン） 

 Comprehensive occlusal reconstruction 

上田秀朗  

平成２１年１月２２日（木），２３日（金），２４日（土） 

 

５６、GC主催 審美領域におけるインプラント治療２日間コース（福岡） 

上田秀朗 

平成２１年２月２８日（土）３月１日（日） 

 



５７、「GC友の会 Movie & Lecture」（札幌） 

「確実なインプラント治療とは 

～患者さんへの適切な情報提供と確実な欠損補綴治療の実際～」 

井上孝、上田秀朗 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年３月８日（日） 

 

５８、「GC友の会 Movie & Lecture」（大阪） 

「確実なインプラント治療とは 

～患者さんへの適切な情報提供と確実な欠損補綴治療の実際～」 

井上孝、上田秀朗 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年３月２９日（日） 

 

５９、「GC友の会 Movie & Lecture」（福岡） 

「確実なインプラント治療とは 

～患者さんへの適切な情報提供と確実な欠損補綴治療の実際～」 

井上孝、上田秀朗 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年４月１２日（日） 

 

６０、「GC友の会 Movie & Lecture」（名古屋） 

「確実なインプラント治療とは 

～患者さんへの適切な情報提供と確実な欠損補綴治療の実際～」 

井上孝、上田秀朗 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年５月２４日（日） 

 

６１、「GC友の会 Movie & Lecture」（仙台） 

「確実なインプラント治療とは 

～患者さんへの適切な情報提供と確実な欠損補綴治療の実際～」 



井上孝、上田秀朗 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年５月３１日（日） 

 

６２、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース （福岡） 

上田秀朗 

平成２１年７月１１日（土），１２日（日） 

 

６３、筒井塾包括歯科臨床セミナー２期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２１年８月２３日（日） 

 

６４、KIDS歯周外科ステップアップコース（福岡） 

上田秀朗，榊恭範 

平成２１年９月１２日（土） 

 

６５、アイキャットーインプラントセミナー（福岡） 

インプラント治療の誘い 

～より効果的なインプラントの応用を目指して！～ 

上田秀朗 

平成２１年９月１３日（日） 

 

６６、Osseointegration Study Club of Southern California 2009(ロサンゼルス) 

Prosthetic Decision-Making in Occlusal Reconstructions 

上田秀朗 

平成２１年９月２5日（金） 

 

６７、筒井塾包括歯科臨床セミナー２期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２１年１０月２５日（日） 

 

６８、Nobel Biocare Solution Forum in 九州（福岡） 

スクリューリテインとセメントリテイン 

～その選択基準と応用～ 

上田秀朗 



平成２１年１１月３日（火） 

 

６９、青木塾１０周年記念講演会（福岡） 

インプラント治療における咬合再構成の実際 

上田秀朗 

平成２１年１１月８日（日） 

 

７０、新樹会主催学術講演会（熊本） 

「歯科臨床の７つのツボ」 

トータルトリートメントプランニング 

上田秀朗 

平成２１年１１月２３日（月） 

 

７１、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（福岡） 

上田秀朗，榊恭範 

平成２１年１１月２９日（日） 

 

７２、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（鹿児島） 

上田秀朗，榊恭範 

平成２１年１２月１３日（日） 

 

７３、JACD２００９年度冬の例会（福岡） 

インプラント治療における咬合再構成の実際 

上田秀朗 

平成２１年１２月２０日（日） 

 

 

 

 

 

（２０１０年） 

７４、新潟再生歯学研究会学術講演会（新潟） 

インプラントの咬合を考える 

～インプラント治療における咬合再構成の実際～ 

上田秀朗 

平成２２年1月３１日（日） 

 

７５、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（東京） 

上田秀朗 



平成２２年２月１３日（土） 

 

７６、千葉県歯科医師会学術講演会（千葉） 

インプラント治療における咬合再構成の実際 

上田秀朗 

平成２２年２月１４日（日） 

 

７７、KIDS インプラントを優位にするブタを使用した歯周外科（山口） 

上田秀朗，榊恭範 

平成２２年４月１８日（日） 

 

７８、筒井塾包括歯科臨床セミナー３期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２２年４月２５日（日） 

 

７９、筒井塾包括歯科臨床セミナー３期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２２年５月２３日（日） 

 

８０、愛知学院歯学部同窓会学術講演会（名古屋） 

歯科臨床の７つのツボ 

ートータルトリートメントプランニングー 

平成２２年７月４日（日） 

 

８１、Osseointegration study club of Japan  ９thミーティング（福岡） 

天然歯VSインプラント 

「インプラント時代における抜歯基準を再考する」 

咬合再構成における補綴設計の観点から 

上田秀朗 

平成２２年７月１０日（土），１１日（日） 

７００名 

 

８２、九州大学歯学部同窓会主催（福岡） 

臨床医のためのインプラント体験実習セミナー 

システム；３i 

上田秀朗 

平成２２年７月２３日（金） 



 

８３、福岡歯科大学同窓会近畿ブロック学術講演会（大阪） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２２年８月７日（土） 

 

８４、Nobel Biocare Symposoum Asia-Pacific 2010（東京） 

NobelReplace ハンズオンセミナー 

上田秀朗 

平成２２年８月２１日（土）,２２日（日） 

 

８５、KIDS トータル•トリートメント•プランニングコース （福岡） 

上田秀朗 

平成２２年９月４日（土），５日（日） 

 

８６、第６回日本国際歯科大会（横浜） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２２年１０月８日（金） 

 

８７、第６回日本国際歯科大会（横浜） 

咬合再構成における欠損補綴のディシジョンメーキング  

上田秀朗 

平成２２年１０月１０日（日） 

 

８８、日本外傷歯学会 第１０回学術大会（福岡）  

包括歯科臨床の到達点とこれから 

～審美的で機能的な咬合再構成を求めて～ 

上田秀朗 

平成２２年１１月１３日（土），１４日（日）  

 

８９、Sirona Sunday Clinical Seminar（福岡） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２２年１１月２１日（日） 

 



９０、平成２２年度姶良郡歯科医師会学会（鹿児島） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２２年１２月４日（日） 

 

 

 

 

（２０１１年） 

９１、九州歯科大学同窓会主催PGS（福岡） 

「歯科臨床の７つのツボ」 

トータルトリートメントプランニング 

上田秀朗 

平成２３年２月６日（日） 

 

９２、第３５回北九州歯学研究会発表会（福岡） 

インプラントは歯科界の救世主となりうるのか？ 

上田秀朗，榊恭範 

平成２３年３月５日（土） 

 

９３、第３５回北九州歯学研究会発表会（福岡） 

ここが知りたい臨床のツボ•Q&A「インプラント編」 

上田秀朗 

平成２３年３月６日（日） 

 

９４、Sirona Sunday Clinical Seminar（札幌） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２３年３月２７日（日） 

 

９５、KOシロナフェスタ（東京） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２３年５月１５日（日） 

 

９６、日本補綴歯科学会 第１２０回記念学術大会（広島） 



咬合再構成における欠損補綴のデシジョンメーキング 

ー従来型とインプラントをどう使うー 

上田秀朗 

平成２３年５月２１（土）  

 

９７、筒井塾包括歯科臨床セミナー４期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２３年５月２２日（日） 

 

９８、ICOIセミナー（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗 

平成２３年5月２９日（日） 

 

９９、日本顎咬合学会 第２９回学術大会 （東京） 

インプラント上部構造の潮流を探る！ 

ー過去から未来への検証ー 

上田秀朗 

平成２３年６月１１日（土），１２日（日）  

 

１００、JACD２０１１年度夏の例会（福岡） 

組織学的事項を考慮した歯周外科処置 

上田秀朗 

平成２３年６月２６日（日） 

 

１０１、福岡歯科大学同窓会長崎県支部同総会学術講演会（長崎） 

「歯科臨床の７つのツボ」 

トータルトリートメントプランニング 

上田秀朗 

平成２３年７月２日（土） 

 

１０２、筒井塾包括歯科臨床セミナー４期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２３年７月２４日（日） 

 

１０３、第９回咬合療法研究会学術大会（福岡） 

包括歯科臨床の実際 



～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２３年８月７日（日） 

 

１０４、Sirona Sunday Clinical Seminar（名古屋） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２３年９月１１日（日） 

 

１０５、FPIT（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，榊恭範 

平成２３年１０月１６日（日） 

 

 

 

 

（２０１２年） 

１０６、九州歯科大学同窓会主催基礎臨床セミナー（福岡） 

「歯科臨床の７つのツボ」 

インプラントと補綴の立場から 

上田秀朗 

平成２４年２月１９日（日） 

 

１０７、島根県歯科医師会学術講演会（島根県） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年３月１１日（日） 

 

１０８、Ocean Pacific Restorative of Esthetic Dentistry 2012 in Japan（東

京） 

Practicing comprehensive clinical dentistry 

-Quest for the occlusal reconstruction of esthetically and functional - 

上田秀朗 

平成２４年３月１７日（土） 

 

 



１０９、SIRONA臨床セミナー（仙台） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年４月１５日（日） 

 

１１０、SIRONA臨床セミナー（名古屋） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年５月２０日（日） 

 

１１１、筒井塾 包括歯科臨床セミナー４期（福岡） 

インプラント治療を優位にする豚を使った歯周外科 

上田秀朗，白石和仁 

平成２４年５月２７日（日） 

 

１１２、日本顎咬合学会学術大会（東京） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年６月９日（土）、１０日（日） 

 

１１３、日本審美歯科協会臨床セミナー（福岡） 

上田秀朗 

平成２４年６月１５日 

 

 

１１４、SIRONA臨床セミナー（札幌） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年６月１７日（日） 

 

１１５、北海道エンド・ペリオコース（北海道） 

上田秀朗 

平成２４年６月３０日（土）、７月１日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

 

１１６、筒井塾 包括歯科臨床セミナー４期（福岡） 



上田秀朗、 白石和仁 

平成２４年７月２２日（日） 

 

１１７、SIRONA臨床セミナー（東京） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年７月２９日（日） 

 

１１８、筒井塾歯周外科アドバンスコース（福岡） 

上田秀朗、白石和仁 

平成２４年８月２５日（土）、２６日（日） 

 

１１９、SIRONA臨床セミナー（大阪） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年９月９日（日） 

 

１２０、KIDSエンドペリオコース（沖縄） 

上田秀朗、榊恭範 

平成２４年９月１５日（土）、１６日（日） 

 

１２１、高知歯科医師会学術講演会（高知） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年１０月１４日（日） 

 

１２２、SIRONA臨床セミナー（仙台） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年１０月２８日（日） 

 

１２３、KIDS若手育成セミナー（福岡） 

上田秀朗、榊恭範 

平成２４年１１月１７日（土） 

 



１２４、FPIT（福岡） 

上田秀朗 

平成２４年１１月１８日（日） 

 

１２５、久留米歯科医師会学術講演会（福岡県） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２４年１２月８日（土） 

 

１２６、ICOIインプラントセミナー（福岡） 

上田秀朗 

平成２４年１２月９日（日） 

 

 

 

（２０１３年） 

１２７、ヨシダCTユーザーミーティング（東京） 

歯科用CTから診えてくるもの～２次元画像と３次元画像との比較～ 

上田秀朗 

平成２５年１月１２日（土）、１３日（日） 

 

１２８、バイオホライズンセミナー（東京） 

上田秀朗 

平成２５年２月９日（土）、１０日（日） 

 

１２９、KIDSバイオホライズンセミナー（福岡） 

上田秀朗 

平成２５年３月１７日（日） 

 

１３０、玉井歯科商店主催 学術講演会（愛媛県） 

Reliable Dentistry 咬合再構成 

上田秀朗、中島稔博、倉富覚 

平成２５年３月２４日（日） 

 

１３１、USCジャパンプログラム（東京） 

Longevityにおける咬合再構成の考え方 

上田秀朗 

平成２５年４月１３日（土）、１４日（日） 



 

１３２、KIDS若手育成セミナー（福岡） 

上田秀朗、 榊恭範  

平成２５年５月１１日（土）、１０月１２日（土） 

 

１３３、KIDSアドバンスインプラントコース（福岡） 

上田秀朗、 榊恭範  

平成２５年６月８日（土）、９日（日） 

     ８月１７日（土）、１８日（日） 

     １０月１２日（土）、１３日（日） 

 

１３４、北見歯科医師会学術講演会（北海道） 

①Reliable Dentistryー歯内療法編ー  

『歯内療法に自信を持って取り組むために』 

②歯科臨床の７つのツボ 

『トータルトリートメントプランニング』 

 上田秀朗 

平成２５年６月２２日（土）、２３日（日） 

 

１３５、日本顎咬合学会学術大会（東京） 

咬合再構成の留意点  

「咬合」というリスクを見抜く 

上田秀朗 

平成２５年６月２９日（土）、３０日（日） 

 

１３６、北海道エンドペリオコース（北海道） 

上田秀朗 

平成２５年７月１３日（土）、１４日（日）、８月１０日（土）、１１日（日） 

 

１３７、NCSC講演（京都） 

咬合再構成の留意点  

「咬合」というリスクを見抜く 

上田秀朗 

平成２５年７月２１日（日） 

 

１３８、筒井塾包括歯科臨床コース 第５期（福岡） 

   歯周外科 

 上田秀朗、白石和仁 

平成２５年７月２７日（土）、２８（日） 



 

１３９、筒井塾歯周外科アドバンスコース（福岡） 

上田秀朗、白石和仁 

平成２５年８月２４日（土）、２５日（日） 

 

１４０、日本包括歯科臨床学会年次大会（大阪） 

Longevityを実現するための咬合再構成の考え方 

上田秀朗 

平成２５年８月３１日（土）、９月１日（日） 

 

１４１、宇部歯科医師会学術講演会（山口県） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２５年９月２６日（木） 

 

１４２、SIRONA臨床セミナー（仙台） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２５年９月２９日（日） 

 

１４３、中華民国咬合学会学術大会（台北） 

包括歯科臨床の実際 

～審美的で機能的な咬合再構成をもとめて～ 

上田秀朗 

平成２５年１１月９日（土）、１０日（日） 

 

 

 

 


